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概要 
 
 マルサスが『人口論』を著したとき、そこに農産物に関して供給と需要の齟齬という視点
が提起されたと言ってよい。マルサスはその経済理論においても需要の分析を深め、価格決
定への需要の影響に注意を集中した。二〇世紀初めまでには、農産物を巡る問題は不足から
過剰へと転換したが、その際、輸送技術の進歩に劣らず重要なのは化学肥料の工業的生産で
あった。この農業問題を背景に二〇世紀前半のアメリカでは農業経済学の発展が見られた。
農産物価格の実証研究を遂行するために、識別可能性の条件が明確にされたり、合理的期待
概念が研究されたりした。これらは現代の計量経済学やマクロ経済学の重要な礎となって
いる。 
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Abstract 
 
     We can say that the question of conflict between supply and demand was proposed when 
Malthus wrote Principle of Population. Malthus developed the analysis of demand in his 
economic theory and paid attention to the effect of demand on the decision of prices. The 
problem about agricultural products changed from shortage to excess till the beginning of the 
20th century. The industrial production of chemical fertilizer contributed to this change more 
than the development of transportation technology. American agricultural economics 
developed in the first half of the 20th century to deal with this farm problem. They worked out 
the condition of identification and built the concept of rational expectation to carry out 
positive research of product prices. These are the important cornerstones of modern 
econometrics and macroeconomics. 
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1．問題と対象 
 
 トマス・ロバート・マルサスの『人口論』の後世への影響を考える際、人口問題や進化論
への直接的波及ということが直ぐに頭に浮かぶことであろう。しかし、真に深い意味での理
論的影響は深く沈潜して持続し、思わぬところから忽然と現れるというようなことはあり
そうである。それは『人口論』の場合、需要の理論的・実証的研究の源流となったというこ
とと考えられる。 
 『人口論』の主題は食料の増加が等差級数的であるのに対して、人口の増加が等比級数的
であるという発見にある。これは食料に関して供給の伸びを需要の伸びが必ず上回ってし
まうということである。マルサスが経済学をその学問的営為の対象とするようになってか
らも、供給に対する需要の関係は常に中心的なテーマであった。マルサスはアダム・スミス
の自然価格と有効需要の関係を深く追究し、近代的な需要理論に繋がる思索の萌芽を手に
することになる。第一節においては、このようなマルサスの研究の歩みを詳細に追及するこ
とになるであろう。 
 第一節で明らかになるように、マルサスの経済理論は農業への強い関心と常に一緒にあ
った。それはマルサスのなかに『人口論』以来の食糧不足の認識があって、いかに工業と足
並みを揃えた農業の発展を展望するのかという観点が頭を離れなかったからである。だが、
一九世紀末になってくると輸送技術の発展によって新大陸から大量の食料がヨーロッパに
入るようになったことや、何よりも農業の生産力が増大したことによって、むしろ、農産物
の供給過剰とそれに伴う農産物価格の下落が問題にされるようになってくる。第二節で見
るように、ユストゥス・フォン・リービヒは、自ら科学者として化学肥料の研究を行うとと
もに、従来の農業を掠奪的として批判し、施肥によって地味を維持する必要性を訴えた。そ
して、それはまた、マルサスたち古典派経済学者の土地の収穫逓減を批判することに繋がっ
た。 
 セオドア・シュルツは「食糧問題」と「農業問題」を明確に区別して、アメリカ農業経済
学の発展の礎となったが、その背景には農産物需要の計量的研究の進展があった。第三節で
見るように、現代の計量経済学の諸理論のルーツがこうした研究にあることはきちんと指
摘されておくべきである。 
 
 
2．マルサスにおける農業と需要 
 
 マルサスの『人口論』では、人口の幾何級数的な増加と食糧の算術級数的な増加が比較さ
れ、両者が衝突することで人口の再調整が行われるという世界史ヴィジョンが描かれてい
る。だから、それは「人口法則」の叙述であると同時に広義の農業問題の指摘にもなってい
るわけで、マルサスが自身の農業観について言及しなければならなかった原因がそこにあ



る。 
 マルサスと農業という問題を主題として論じるとき、ホランダー（一九九七）が示した農
業保護論の放棄という大胆な仮説は回避して通るわけにはいかない。その問題に付随して、
マルサスへの重農主義の影響をどう考えるかであるとか、農業と商工業とのウェイトの置
き方をどう考えるかとかいった論点もまた存在しているからである。 
 センメル（一九六五）によれば、重農主義の影響は『人口論』初版および一八〇三年の第
二版に見出される。諸版のマルサスは、アダム・スミスの富の定義を受け継ぐことで、地代
を生むか生まないかで生産的かどうかを区別する重農主義者を批判している。そして、製造
業の拡大によって労働者の生活が改善されないことを以って、製造業が不生産的である理
由としていた。その文脈でマルサスは、労働者の幸福を説明するのに便利であるという点で
重農主義者の富概念を評価しているようにも読めるのである。 
 このためか一八〇三年の第二版においてマルサスは、製造業は既に造られた価値を移転
するだけで新たな価値を生み出しているわけではないという、明確に重農主義的な立場を
とるようになる。商工業は他国の犠牲の上でのみ反映しうるのであるから、一国を永続的に
繁栄させるようなものではない。商工業は農業と足並みをそろえて発展するときにのみ、そ
の繁栄を長期的なものとすることができるのである。マルサスはイギリスを穀物輸出国に
するために輸出補助金さえ提案している。 
 重商主義の影響という点では、『人口論』第二版と一八〇六年の第三版とですべての課税
が土地に転嫁されるとしていることもあげられる。一八一六年のパンフレットでは、農業の
生み出す余剰が地主階級によって支出されることで社会の富が循環するという、フランソ
ワ・ケネーの『経済表』を踏まえた叙述があり、マルサスの経済学体系との関係で注目され
る。この段階ではすべての課税の土地への転嫁は表面的には撤回されているものの、概ねそ
うなるというかたちで残存しているのが確認できる。 
 一八一七年の『人口論』第五版では、農業だけを強調する立場から農業と商工業との均斉
発展の立場へと移行しているが、農業を保護するために穀物の輸出補助金と輸入制限が必
要であることが述べられる。均斉発展が実現し、商工業と比べて農業の規模が十分であれば、
国内で農工間の交易が発展するので海外貿易を遮断することができる。これは海外貿易の
変動が国内経済に悪影響を与えることを防ぐことに繋がるのである。この主張の背景にな
っているのも、またもや労働者階級の厚生の改善である。以前は農産物のみがそれと関係し
ていると考えていたマルサスであるが、工業製品も労働者の生活に欠かせないという状況
判断がここには反映している。 
 一八二〇年になると『経済学原理』初版が出版されるが、地代の原因を土地生産性の高さ
に求めるという視点が明確になる。この考えは、『人口論』第三版で否定されていたが、一
八一五年の『地代論』になると現れてくる。同時に、重農主義に対して批判もまた明示的な
ものとなっている。マルサスによれば、重農主義の富の定義はあまりにも狭隘であり、商工
業を不生産的とする致命的な誤りを犯している。この意味でマルサスは、重農主義の主張を



当時の経済学のレベルに合わせて彫琢しているのだと言えよう。 
 ホランダー（一九九七）の視点は、一八三六年の『経済学原理』第二版を準備する過程で
マルサスの農業保護論が消滅していくというものである。一八二四年のクォータリー・レヴ
ュー掲載の書評でマルサスは、デイヴィッド・リカードウの理論とならべてケネーの理論を
批判する。また、一八三〇年に東インド大学の講義を筆記したノートには、富と生産的とい
う言葉の意味について重農主義の定義が狭すぎて有害であることが書かれている。ここで
は、マルサスが既に自家薬籠中のものとした重農主義のスピリットを前提にして、方法上の
不十分さを批判する立場に立っているわけである。 
 一八二六年の『人口論』第六版の注でマルサスは、穀物法を廃止して一〇シリングの関税
と七シリングの戻し税を設けるという、一八二二年にリカードウが行った提案に近い提案
をしている。これを農業保護論の放棄と考えるか維持と考えるかで、マルサスの変貌につい
ての判断が左右されることになる。ホランダー（一九九七）は前者であったわけだ。 
 サミュエル・ホランダーによれば、ナポレオン戦争後の不況期に、工業製品輸出の増大で
農業部門の過剰労働人口が吸収されるということがあり、マルサスはこのことを重視した
のだという。そして、輸出需要が過剰生産の緩和に繋がるのであれば、必ずしも地主の不生
産的消費に頼る必要はないと考えるようになったのではないか、というのがホランダーの
推測である。だが、こうしたホランダーの見解に対しては、プレン（一九九五）が、『人口
論』第六版の注は関税の引下げを述べているだけであって、マルサスが穀物法姿勢を放棄し
た証拠にはならないという反論もある。それに、マルサスは一八二七年、移民特別委員会の
証言で国内取引を外国貿易よりも重要であると明言しているのであるから、ホランダーの
主張には無理があると言わざるを得ない。 
 マルサスはこのように『人口論』以来、農業の発展を巡る問題を考察し続けるなかで、需
要の理論を彫琢していった。たとえば、『地代論』においても、地代の原因として土地の持
つ生産力に加えて、十分に大きな需要が持続していることをあげている。そうした営為は
『経済学原理』における有効需要の分析へとつながっていく。 
 有効需要という語の起源は、いまさら言うまでもなくアダム・スミスの『諸国民の富』第
一篇第七章「製品の自然価格と市場価格について」にある。そこでは商品の自然価格が、賃
金、利潤、地代の自然率を合計したものとして決まる。これに対して、市場価格は市場にお
いて現実に成り立つ価格であり、自然価格より高いことも低いこともありうる。そして、「市
場にもたらされる数量」を前提として、市場価格が自然価格に一致するような需要が存在し、
アダム・スミスはそれを有効需要と名付けるのである。 
 「市場にもたらされる数量」が有効需要に足りない場合、支払の意思と能力とを持った
人々に彼らが欲するだけの数量を提供できないことになる。このため、その商品を欲し、支
払能力を十分に有する人たちの間で競争が起こって市場価格は自然価格以上に吊り上げら
れていく。逆に、「市場にもたらされる数量」が有効需要を上回れば、支払能力と意思を持
つ人々が必要とする数量を上回って商品がもたらされることで、需要者の人々は自然価格



で支払うことを渋るであろう。結果として、直ぐに処分しないと腐敗してしまうような商品
から真っ先に、市場価格は自然価格に比べて下落していくことになるのである。 
 ここでアダム・スミスは、「市場にもたらされる数量」を状況に応じて変動可能なもので
はなく、ある市場状態では所与のものとして扱っていることに注意が必要である。つまり、
需要に対して供給が対称的に反応してくるような経済分析にはなっていないのである 1。そ
のため、市場価格が供給と需要が一致する均衡において成立するのだという発想が、アダ
ム・スミスには一切ないことが確認されねばなるまい。 
 市場価格と自然価格が一致するのは、したがって、かなり偶然的なことになる。もし、市
場価格が自然価格を下回っていれば何が起きるであろう。アダム・スミスの自然価格の定義
からして、その場合、労働、資本、土地のいずれかがその自然な報酬率を受け取ることがで
きなくなる。このため、いずれかの生産要素はその商品の生産から引き上げられてしまい、
生産数量が減少することになる。したがって、徐々に市場価格は自然価格へと向かって下落
していく。逆に、市場価格が自然価格を下回っていれば、労働、資本、土地のいずれかが自
然率以上の報酬を得ることになる。そうすると、その生産要素がより多くその商品の生産に
投下されることになって、商品が「市場にもたらされる数量」が増えていく。こうして、市
場価格は自然価格に向かって回復していく。 
 ここでさらに注目しておくべきこととして、アダム・スミスは有効需要が量的に変動する
可能性を一切考えていない。有効需要は量的に固定されている。変動するのは、今言うとこ
ろの供給側の数量である。後に見るように、農業経済学の計量モデルで、需要は安定的なも
のとして扱われ、変動はすべて供給側で起きているように定式化されているのと同じなの
である。これは、アダム・スミスの有効需要論が農産物市場を念頭に置いて構築されている
可能性を雄弁に物語っている。 
 ただし、この解釈に対する反論と成り得るかもしれない議論が、『諸国民の富』第五編第
一章には存在する。ここでアダム・スミスは、東インド会社の主張として、インド市場で商
品需要が増加したためにインドの生産物価格が大幅に引き上げられたことを取り上げてい
る。だが、それに引き続いてアダム・スミスは、この価格の上昇は一時的なものであると付
け加えることを忘れない。アダム・スミスによれば、有効需要の増大はそれに呼応した「市
場にもたらされる数量」の増大をやがて導くのであって、結局は自然価格を中心とする価格
体系が回復するということになる。 

                                                       
1 筆者もかつて、古典派経済学の研究において、いわゆる合理的再構成を自らの方法として
いた。つまり、古典派経済学者たちの著述を数理モデルで描写し、その帰結を正確に導出す
ることを専らとしていたわけである。しかし、最近は、古典派経済学者の思考の跡を辿り、
その理論構造を精密に解明するには、合理的再構成が問題を孕んでいることを自覚するよ
うになっている。学説史研究においては、その経済学者の思考パターンを我がものとして追
体験することが欠かせないと思うようになったのである。 



 マルサスは『人口論』初版の二年後に出版された『食料高価論』で市場価格に関する執拗
な考察を行っている。それはこのパンフレットの目的が、イギリスの食料価格の高騰が、需
給逼迫の程度がより深刻だったスウェーデンより激しかった理由を説明することにあった
からである。マルサスの説明は、救貧法が貧民に所得補助を行った結果、人々の購買力が人
為的に引き上げられたから、というものであった。マルサスはこのことを説明するために、
アダム・スミスと異なって供給と需要とを対称的に扱い、両者の一致による市場価格決定の
メカニズムを説いた。 
 供給者に比べて需要者が多い場合、購買力の大きい需要者からその需要が満たされてい
くことになるのだが、ちょうど供給者の数と順番的に等しい需要者が支払い得る価額が、そ
の商品の市場価格になる。すなわち、限界的需要者の支払い可能金額に商品の市場価格は一
致するのである。救貧法による所得補助は、これらの購買力を底上げしてしまったため、イ
ギリスの穀物価格は必要以上に高騰したというわけだ。 
 マルサスの場合、したがって、需要はその財貨を受け取るために需要者が費やしてもいい
と考える犠牲の大きさであるという定義が与えられることになる。これはアダム・スミスに
は見られない概念であった。実際、マルサスは一八二七年の『経済学における諸定義』にお
いて、「商品の需要」を「需要の範囲（extent）」と「需要の強度（intensity）」とに分類する
2。「範囲」は購買される諸商品の数量であり、「強度」は需要者が自らの欲望を満たすため
に支払う犠牲である。マルサスによれば、市場価格の決定に関わるのは「強度としての需要」
の方である。そして、マルサスによれば、アダム・スミスが考えたのは「範囲としての需要」
の方だけであった。 
 需要者たちが自らの欲望を満たすために支払う犠牲とは、具体的には貨幣のことである。
しかし、貨幣の価値は不変ではないので、「強度としての需要」を表現するときの尺度とし
て貨幣量以外のものが用いられねばならない。マルサスにとって、それは支配労働であった。
マルサスの支配労働論もまた彼の需要論の文脈から切り離すことはできない。マルサスは、
『経済学原理』初版では穀物価格と支配労働の平均値を以って価値尺度としていたが、3 年
後の「価値尺度論」や一九三六年の『経済学原理』第二版では支配労働のみを価値尺度とす
る視点に立つに至った。 
 さらに、マルサスは支配労働と「強度」という意味での有効需要は全く同じものであると
いう論理を展開する。なぜなら、「強度」としての有効需要は需要者が支払ってもいいと思
う犠牲のことであったが、この犠牲を労働へと還元してやれば、それはその商品がまさに支
配できる労働のことであるからである。この意味での有効需要の増大は商品の価値を増大

                                                       
2 これは需要の大小と高低を区別するジェームズ・ステュアートに呼応するものであり、現
代における需要曲線のシフトと一本の需要曲線の傾きの区別を予期するものである。ステ
ュアートについて、『人口論』第二版から第六版まで引用が行われていることから、影響関
係を想定することは可能であろう。 



させ、農産物であれば、食糧不足に繋がる。これに対して、有効需要の減少は商品価値の減
少をもたらすので、その裏で供給は過剰になるが、それはあらゆる商品で起こる一般的なも
のだというのがマルサスの考えであった。 
 
 
3．リービヒと化学肥料の産業的発展 
 
 マルサス『人口論』の預言をよそに、産業革命以降の人口増加は急激な食糧増産と歩を共
にして進んだ。そのため、食糧不足は顕在化することなく、一九世紀後半にはむしろ農産物
価格が継続的に低下する農業大不況が見られるようになった。マルサスに関して言えば、
『人口論』の預言よりも有効需要の不足に伴う過剰生産の預言が当たったわけである。 

一八七三年から一八九六年までの二三年間、農産物価格の長期低落傾向が見られたこと
は、特にヨーロッパ農業に大きな困難をもたらした。初めの一〇年間、畜産物価格はむしろ
上昇したし、それ以後の下落も小麦や砂糖に比べればかなり小さい。穀物と砂糖の価格下落
は総合卸売物価のそれより、全般的にかなり大きかった。八〇年代と九〇年代、小麦価格の
下落率は卸売物価の倍近い大きさになっている。砂糖の下落率は小麦を上回っている。 
 農業大不況はヨーロッパへ農産物が大量流入したことによる。しかも、輸送手段の発達が
以前よりずっと安い価格での移入を可能にした。畜産物の価格が比較的平穏だったのは、冷
凍技術の開発が一八八〇年代までずれ込んだからである。外来の小麦は最初アメリカ産で
あったが、ロシアがこれに加わり、さらにルーマニア、インド、アルゼンチン、カナダ、オ
ーストラリアが続いた 3。 
 さらに農業大不況の背景には、小麦の生産力が世界的に拡大したことが理由としてある。
乾燥地に適した新種や栽培法が確立され耕作地の拡大を促した。ヨーロッパにおいては、国
際的な低価格に対処するため、化学肥料の利用、農業の機械化、科学的輪作体系の確立が進
んだ。砂糖の場合、国際市場における甘蔗糖と甜菜糖の競合が価格の押し下げに寄与した。 
 農芸化学の祖と呼ばれるリービヒは、一八二二年に一九歳で博士号を手にし、パリに留学
中に二一歳の若さでギーセン大学の教授に推薦された。大学教育でリービヒはそれまでの
徒弟制度的な教育を止め、講義と学生実験をセットにした今日的なシステムを初めて導入
した。有機化学の分野で彼は、フリードリヒ・ヴェーラーと共に異性体や官能基の概念を確
立した。また、肥料の三大要素が窒素、燐酸、カリウムであることを示し、人口肥料の必要
性を明確にした。ちなみに、火薬製造の必需品として古くから需要のあった硝石（硝酸カリ
ウム、KNO3）はそのうち二つを含むため、化学肥料 4の原料として需要が爆発的に増大し

                                                       
33 二〇世紀になると輸入先として、アメリカが急激に後退してアルゼンチンが取って代わ
った。 
4 世界で最初の化学肥料の生産は、イギリスの一八四〇年代における過燐酸石灰の製造に始



て供給が逼迫し、空中窒素の固定技術が求められた。 
 窒素固定の方法はいくつか考えられる。まず、窒素と酸素の反応である（N2+2O2→2NO2）。
しかし、この方法は使用する電力コストが負担となって開発が成功しなかった。そこで、考
えられたのが窒素と水素を反応させてアンモニアを合成する方法であった（N2+3H2→
2NH3）。しかし、当初結果は思わしくなかった。窒素と水素が反応するとき、逆反応と呼ば
れる分解も同時に起きる。二つの反応がバランスすると見かけ上何も起こらない化学平衡
と呼ばれる状態になるのである。つまり、アンモニア生産には平衡を反応物側から生成物側
へと偏らせる必要がある。 
 アンモニア合成の化学平衡では三種類の気体が共存している。反応物と生成物の体積比
は四対二であるから、混合気体に圧力を加えることで体積を減らし、加圧の効果を打ち消そ
うとする反応を利用して平衡を生成物側に移動させることができる。また、アンモニア生成
は発熱反応だから、温度を下げることで生成物を増やすことができる。しかし、温度が下が
ると反応速度が下がるため、生産効率は落ちる。一九〇九年には、ドイツのフリッツ・ハー
バー5が二〇〇〇気圧程度、摂氏五〇〇度程度の反応条件で、効率よくアンモニア製造する
実験に成功した。ハーバーは一九一八年にノーベル化学賞を受賞した。しかし、工業的規模
への拡張には、高温高圧に耐えられる反応容器が必要であった。BASF 社のカール・ボッシ
ュ 6は、爆発事故を伴う実験を繰り返して必要な性能の容器を開発し、数千種類のサンプル
を試みて高温でも反応速度が速い触媒を見出した。一九三一年、ボッシュは、技術者として
は初のノーベル化学賞を受賞した。現在も空中窒素から窒素肥料を得る方法はハーバー=ボ
ッシュ法と呼ばれている。 

リービヒによれば、自然界の生命過程は、人間を含む動物と植物との物質代謝である。そ
れはもちろん、人間がいなくても存続しうるが、人間が土壌養分の消費と補填というかたち
で協力しうるものである。しかし、リービヒは同時代が農業は地力の消耗を意に介さない掠

                                                       
まると言われる。 
5 ハーバーはベルリン大学のホフマン、ハイデルベルク大学のブンゼンに学び、一九〇六年
からカールスルーエ大学で研究に従事した後、一九一一年、新設のカイザー・ウィルヘルム
研究所の所長に招かれた。第一次世界大戦中、ハーバーは毒ガス作戦の指揮官を命じられた
が、彼の妻はそうした夫に絶望して自ら命を絶った。ナチス政権の成立に際して、ユダヤ人
のハーバーはイギリスに亡命したが、翌年旅行先のスイスで急死している。 
6 ボッシュはライプチヒ大学に学び、一八九九年に BASF 社に技術者として採用された。彼
はアンモニア合成の触媒としてオストワルトが提案していた白金が有効でないことを証明
して、ハーバーとの共同研究者として会社から派遣された。アンモニア合成の成功でドイツ
化学工業界の中心となったボッシュは、第一次世界大戦後のドイツ経済の復興に尽力し、高
圧技術を使ってガソリンとエタノールの合成に成功した。反ナチスの態度を公然と表明し
たボッシュは迫害されて不遇な死を迎えた。 



奪農法を行っていると考えた。リービヒによれば、その原因は農業経営者たちが最小限の労
働と肥料投下によって最大限の収穫を得ることを目的とする商人と化してしまっているか
らである 7。そして、リービヒはそうした事態を是認してきた経済学者たちを非難する。経
済学者たちは掠奪農法によって農地から土壌成分が流出して、肥料資本の損失が起きてい
ることに意を払ってこなかった。土地を経済的な意味で生産的にさせることは、農業に投下
される労働に比例する割合以上に余剰収穫をあげることに他ならないが、それは地味消耗
を放置することに繋がる。古典派経済学が述べている収穫逓減は、経済学者たちがその原因
も対応策も知らなかったために法則として誤認されたのである 8。 

農芸化学者としてのリービヒは植物栄養に関する学説として主流だった有機質説に対し
て無機質説を主張した。リービヒは、腐食などの有機成分が植物にそのまま吸収されると考
えていた当時の常識を批判し、有機物の腐敗と分解の産物によって間接的に植物に作用す
るのだとした。そして、リービヒ（1862）は、最も肥沃な腐植土においてさえ、窒素がなけ
れば植物は成長しないと述べている。ただし、リービヒの時代には根瘤バクテリアによる空
中窒素の固定という事実が把握されていなかったため、空中窒素とアンモニアの関係に混
乱を来たしている。そうしたなかでリービヒは、窒素肥料だけに依存しようとする農学者に
反対して、他の栄養素とのバランスを考えなければ、かえって土壌成分の消耗が大きくなる
と警鐘を鳴らしていた。この論点は、植物の成長が必要な養分のうち最も少ないものによっ
て制限を受けるという最小律の提唱に繋がる。 

このようなリービヒによる植物栄養の科学的把握を基礎とした化学肥料の発展、20 世紀
において一層農産物の生産性を高めていくことになる。そして、それが言葉の本来の意味に
おける「農業問題」を引き起こしていくのであった。 
 
 
4．農業経済学から計量経済学へ 
 
 やがて、アーサー・ルイスと共にノーベル経済学賞を受賞することになるセオドア・ウィ
リアム・シュルツは、著名なシュルツ (一九五八)のなかで農業を巡る経済問題について明
確な定式化を行った。それは農業部門と非農業部門の間でどのように経済的資源を配分す
べきかという問題である。農業により多くの資源を移動させることを要求するのが「食糧問
題（food problem）」であり、逆に、農業からより多くの資源を移動させなければならない

                                                       
7 リービヒにとって、自給自足を前提とすれば、厩肥農業も自然の理に適っているという意
味で合理的でありうる。食糧の自給と同時に厩肥や人糞尿などを土地に戻せば、同量の収穫
が永続的に維持できるものであって、この意味で中国人と日本人は人間と自然の間の物質
代謝という問題を解決し、三〇〇〇年に渡って地力を維持してきたと評価する。 
8 ホフマン（1876）はこれをマルサス人口論への批判と解釈している。 



というのが「農業問題（farm problem）」である 9。 
 シュルツはわかりやすく需要曲線と供給曲線の移動によってこれらを分類した。場合分
けは三つである。第一は、農産物の需給が同じだけ右に移動する場合であり、何ら調整問題
は発生しない。第二は、需要曲線の右移動が大きすぎて農産物供給が不足する場合であり、
このときに「食糧問題」が生じてくる。第三は、供給曲線が大きく右へ移動して農産物供給
が過剰になる場合であり、これこそが「農業問題」である。 
 一九世紀末から一九二〇年代に見られた世界的な農業不況は「農業問題」の姿を典型的に
示していた。これに対して、マルサスたち古典派の時代の認識と第二次世界大戦下のアメリ
カで見られた需給の逼迫とは、シュルツの言う「食糧問題」が顕在化したものである。「食
糧問題」が生じている状況では、地代が上昇する一方で利潤の削減が行われ、名目的な賃金
上昇を食料価格の上昇が相殺するため、実質賃金は不変にとどまる。 
 「農業問題」が引き起こされる背景には、人口増加率が減退すること、国民の生活水準が
上昇した結果、農産物需要の所得弾力性が低下すること、農業における技術進歩が生産性の
上昇を導くこと、といった理由がある。アメリカにおいて、こうした事態は持続的に進行し
てきたのだが、第二次世界大戦中の一時的な中断を経て、一九五〇年代には再び明瞭になっ
ていた。 
 農産物需要の所得弾力性ではなく価格弾力性について、セオドア・シュルツはカール・フ
ォックスやヘンリー・シュルツの研究を引用している。大戦間期に関するフォックスの計測
によれば、需要の価格弾力性は食料全体で〇.三五から〇.三七、うち畜産物では〇.五二から
〇.五六、さらに食肉では〇.六二から〇.六四と、高級品ほど高くなっている。また、ヘンリ
ー・シュルツが小麦、綿花、トウモロコシ、馬鈴薯について、一八七五年から一八九五年、
一八九六年から一九一四年、一九一五年から一九二九年（一九一七年から一九二一年は除く）
の三期間で計測したところ、時代を追って価格弾力性も低下していた。 
 これらの研究にも見られるように、「農業問題」への対処のために数値的な調査と分析を
行うことは、当時の農業経済学にとって必須の仕事であった。ここに、計量経済学がアメリ
カの農業経済学を母体として生まれてくることになった理由がある。 
 需要理論の面で計量経済学の発展を準備したのはヘンリー・ラドウェル・ムーアである。
ジョーンズ・ホプキンズ大学で学位を取得したムーアは、一九〇二年にコロンビア大学に移
り、経済変数間の関数関係を統計的に把握する試みを行い、後進を育てた。農産物に関して
は、一九一四年、レーフェルトが小麦の弾力性に関する研究論文を発表したのが最初である。
ムーアに学んだヘンリー・シュルツは、牛肉の弾力性に関する論文を一九二四年に発表し、
一九二八年には砂糖の需給を分析した著書を出版した。また、一九三八年には主著『需要の

                                                       
9 シュルツ（一九五八）は、こうした農業を巡る長期の経済問題に加え、経済の短期的な変
動が農業に与える諸問題や、要素市場の調整がうまくいかないことによって農業労働力が
不足する問題なども取り上げている。 



理論と測定』を出版している。この大著でシュルツは、今から見れば時系列分析の開拓的な
研究を行った。しかし、よく言われるように直接に影響力を持った貢献は識別問題 10を定式
化したことである。需要曲線と供給曲線の交点で均衡点が求められるのだから、入手できる
データは常に需要曲線上の点であると同時に供給曲線上の点でもある。一点、一点はそうい
うことであっても、需要曲線と供給曲線の両方がシフトしている状況では点列が需要曲線
に沿った移動であるのか、それとも、供給曲線に沿った移動であるのかが識別できない。そ
れが識別問題ということである。シュルツ自身は農産物への需要が比較的安定していると
いう事実から観測点の移動は供給要因の変動によるものであるとし、需要曲線が識別でき
るものとした。 
 一般に需要曲線と供給曲線は次のように想定される。 
 𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝑢𝑢1𝑡𝑡 ,𝛼𝛼1 < 0 （1） 
 𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝑢𝑢2𝑡𝑡 ,𝛽𝛽1 < 0 （2） 

 式（1）と式（2）を数量 Q と価格 P について解けば、次の方程式を求めることができる。 
 

𝑃𝑃𝑡𝑡 = −
𝛼𝛼0 − 𝛽𝛽0
𝛼𝛼1 − 𝛽𝛽1

−
𝑢𝑢1𝑡𝑡 − 𝑢𝑢2𝑡𝑡
𝛼𝛼1 − 𝛽𝛽1

 
(3) 

 
𝑄𝑄𝑡𝑡 =

𝛼𝛼1𝛽𝛽0 − 𝛼𝛼0𝛽𝛽1
𝛼𝛼1 − 𝛽𝛽1

+
𝛼𝛼1𝑢𝑢2𝑡𝑡 − 𝛽𝛽1𝑢𝑢1𝑡𝑡

𝛼𝛼1 − 𝛽𝛽1
 

(4) 

 これら、式（3）と式（4）から元の需要曲線（1）と供給曲線（2）を導出できるかどうか
が識別可能性の問題である。この場合、それは無理であるから、このモデルは識別不可能と
いうことになる。 
 それでは、需要曲線、供給曲線を次の式（5）と式（6）で表現したらどうであろうか。 
 𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝛼𝛼2𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝑢𝑢1𝑡𝑡 ,𝛼𝛼1 < 0,𝛼𝛼2 > 0 (5) 
 𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝑢𝑢2𝑡𝑡 ,𝛽𝛽1 < 0 (6) 

 ちなみに、需要曲線に含まれる所得 I のように、他の式に含まれない変数を操作変数とい
う。先ほどと同様に、式（5）と式（6）を P と Q について解けば、式（7）と式（8）が得
られる。 
 

𝑃𝑃𝑡𝑡 = −
𝛼𝛼0 − 𝛽𝛽0
𝛼𝛼1 − 𝛽𝛽1

−
𝛼𝛼2

𝛼𝛼1 − 𝛽𝛽1
𝐼𝐼𝑡𝑡 −

𝑢𝑢1𝑡𝑡 − 𝑢𝑢2𝑡𝑡
𝛼𝛼1 − 𝛽𝛽1

 
(7) 

                                                       
10 農産物価格の計量分析において最初に見出された識別問題であるが、後にコールズ研究
所におけるマクロ計量経済学へと導入された。その文脈では、構造形の同時方程式体系を誘
導形に解いたとき、誘導形パラメータから構造方程式のパラメータが一意に決まるかどう
かが識別可能性の問題である。N 本の構造方程式からなるマクロ経済モデルにおいて、ある
構造方程式が識別可能であるためには、他のいずれかには採用されているがその方程式に
は採用されていない変数の数が N－1 以上でなければならない。 



 
𝑄𝑄𝑡𝑡 =

𝛼𝛼1𝛽𝛽0 − 𝛼𝛼0𝛽𝛽1
𝛼𝛼1 − 𝛽𝛽1

−
𝛼𝛼2𝛽𝛽1
𝛼𝛼1 − 𝛽𝛽1

𝐼𝐼𝑡𝑡 +
𝛼𝛼1𝑢𝑢2𝑡𝑡 − 𝛽𝛽1𝑢𝑢1𝑡𝑡

𝛼𝛼1 − 𝛽𝛽1
 

(8) 

 式（7）と式（8）の係数を次のように置き換える。 
 𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝛾𝛾0 + 𝛾𝛾1𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝜀𝜀1𝑡𝑡 (9) 
 𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝛿𝛿0 + 𝛿𝛿1𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝜀𝜀2𝑡𝑡 (10) 

 ここで式（9）を k 倍して式（10）を加える。 
𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝑘𝑘𝛾𝛾0 + 𝛿𝛿0 − 𝑘𝑘𝑃𝑃𝑡𝑡 + (𝑘𝑘𝛾𝛾1 + 𝛿𝛿1)𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝑘𝑘𝜀𝜀1𝑡𝑡 + 𝜀𝜀2𝑡𝑡 (11) 

 識別可能性の問題は式（11）から需要曲線なり、供給曲線なりを導出できるかどうかであ
る。まず、需要曲線（5）は操作変数に関するゼロ制約を持たないので求めることはできな
い 11。供給曲線（6）は所得 I の係数がゼロなので、k＝－δ1/γ1 でなければならない。式
（7）と式（9）からγ1＝－α2/(α1－β1)であり、δ1＝－α2β1/(α1－β1)であることから、
－k＝β1 となる。同様に、kγ0＋δ0＝β0、kε1t＋ε2t＝u2t となるので、供給曲線(6)が再現
できる。 
 一九六一年になると、再び農業経済学の分野から計量経済学上の大きな変革がもたらさ
れた。ジョン・ミュースによる合理的期待 12概念の導入である。ミュースは前期に入手可能
なあらゆる情報を用いて合理的に形成される期待を用い、次のような需要曲線と供給曲線
のモデルを構築する。 
 𝐷𝐷ｔ = −𝛽𝛽𝑝𝑝𝑡𝑡 

(1) 

 𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒 + 𝑢𝑢𝑡𝑡 (2) 
 𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝐷𝐷𝑡𝑡 (3) 

 ここで変数は均衡値からの乖離を表現しているものとする。式（3）に式（1）と式（2）
を代入すると、数量を表す変数が消えて価格に関する次の関係を得る。 
 

𝑝𝑝𝑡𝑡 = −
𝛾𝛾
𝛽𝛽
𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒 −

1
𝛽𝛽
𝑢𝑢𝑡𝑡 

(4) 

ミュースはまず、各期がそれぞれ孤立している市場を考えるから、その仮定の下で式（4）
の両辺の期待値をとれば、誤差項が消えて次の式となる。 
 

E𝑝𝑝𝑡𝑡 = −
𝛾𝛾
𝛽𝛽
𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒 

(5) 

 また、均衡値の分布の平均が予測値に等しいという合理的期待の定義から、次の式も成り
立つ。 

                                                       
11 供給曲線の式に作況などを操作変数として導入することによって、需要曲線を識別する
ことが可能になる。 
12 1970 年代にロバート・ルーカスは合理的期待概念をマクロ経済学に導入することで政策
無効命題を導き、新しい古典派マクロ経済学の構築に大きく貢献した。 



 E𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒 (6) 
 式（5）と式（6）を比較すれば、γ/β＝－1 でないような一般的な場合に pet＝0 でなけ
ればならない。つまり、農産物価格に関する合理的期待は必ず均衡値に等しくなる。また、
攪乱が供給関数にのみ発生するという仮定の下で、価格と数量の変化は必ず需要曲線に沿
ったものとなるはずである。 
 式（2）の両辺の期待値をとった上で左辺に式（6）を代入すると次の式が導ける。先ほど
の仮定とは異なっているため、誤差項の期待値はゼロとはならない。 
 

𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒 = −
1

𝛽𝛽 + 𝛾𝛾
𝐸𝐸𝑢𝑢𝑡𝑡 

(7) 

 ここで攪乱項が次のような過去の攪乱の加重和として決定されると仮定する。 

𝑢𝑢𝑡𝑡 = �𝑤𝑤𝑖𝑖𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑖𝑖

∞

𝑖𝑖=0

,𝐸𝐸𝜀𝜀𝑗𝑗 = 0,𝐸𝐸𝜀𝜀𝑖𝑖𝜀𝜀𝑗𝑗 = {𝜎𝜎
2 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 = 𝑗𝑗

0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗  
(8) 

 変数はすべて均衡値からの乖離で表現しているから、実際の価格もまた、これら攪乱の線
形結合になるであろう。 
 

𝑝𝑝𝑡𝑡 = �𝑊𝑊𝑡𝑡𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑖𝑖

∞

𝑖𝑖=0

 
（9） 

 攪乱のうち、今期のものを除く過去の変数については既知であり、また、今期の攪乱の期
待値はゼロであるから、式（9）の期待値をとれば、次のように簡単化される。 

𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝑊𝑊0𝐸𝐸𝜀𝜀𝑡𝑡 + �𝑊𝑊𝑡𝑡𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑖𝑖 = �𝑊𝑊𝑡𝑡𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑖𝑖

∞

𝑖𝑖=1

∞

𝑖𝑖=1

 
（10） 

 ここであらためて式（4）に式（9）と式（10）を代入すると、次式が得られる。 

�𝑊𝑊𝑡𝑡𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑖𝑖

∞

𝑖𝑖=0

= −
𝛾𝛾
𝛽𝛽
�𝑊𝑊𝑡𝑡𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑖𝑖

∞

𝑖𝑖=1

−
1
𝛽𝛽
�𝑤𝑤𝑖𝑖𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑖𝑖

∞

𝑖𝑖=0

 
（11） 

 式（11）は簡単な変形で次の式となる。 

𝑊𝑊0𝜀𝜀𝑡𝑡 + (1 +
𝛾𝛾
𝛽𝛽

)�𝑊𝑊𝑡𝑡𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑖𝑖

∞

𝑖𝑖=1

= −
1
𝛽𝛽
�𝑤𝑤𝑖𝑖𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑖𝑖

∞

𝑖𝑖=0

 
（12） 

 式（12）は攪乱についての恒等式になっているから、両辺の係数を比較することでウェイ
ト W が何であるかを知ることができる。式（13）に見るとおりである。 

𝑊𝑊0 = −
1
𝛽𝛽
𝑤𝑤0,𝑊𝑊𝑖𝑖 = −

1
𝛽𝛽 + 𝛾𝛾

𝑤𝑤𝑖𝑖  (𝑖𝑖 = 1, 2, 3, … ) 
（13） 

 ミュースは、このようにして、農産物価格の変動を各期の攪乱の加重和として表した。そ
して、合理的期待というかたちで新古典派理論に整合的に期待を導入することに成功する
とともに、在庫の存在が価格変動にどのような影響を与えるかについて、理論的な分析を行
う手段を農業経済学にもたらしたのである。 
 
 



5．総括と展望 
 
 セオドア・シュルツの分類に従えば、マルサスが『人口論』において問題にしていたのは
「食糧問題」である。つまり、長期的には人口とともに増える需要を満たすには食料の供給
は不足であるというのだ。しかし、マルサスの経済理論では一般的過剰生産が心配されてお
り、そこでは有効需要が通常不足しがちであるとされる。農産物に即して言えば、これは「農
業問題」ということである。おそらく、マルサスは後者が短期の問題であると考えていたの
だろう。 
 マルサスはアダム・スミスから受け継いだ有効需要概念を深く掘り下げ、それを「需要の
範囲」と「需要の強度」に分類した。「需要の範囲」は、現代の用語でわかりやすく言えば、
需要曲線のシフトである。供給曲線がシフトしても、それと同程度のシフトが需要曲線に起
これば、農産物価格に変化はない。こうした価格がアダム・スミスの自然価格であるとマル
サスは考えた。これに対して、「需要の強度」はある一本の需要曲線の傾きである。供給曲
線がシフトした場合、交点が需要曲線に沿って上下するために農産物価格が変化する。マル
サスはこれを重視したわけで、マルサスこそが需要理論の元祖であると言ってもほぼ嘘に
はならない。 
 一九世紀末から二〇世紀になってくると、化学肥料の生産が工業レベルで行われること
で食料供給が飛躍的に増大してくる。リービヒは化学工業の発展においても、施肥農業の確
率という思想レベルでも大きな影響を世の中に与えた。こうして、マルサスが短期的なもの
と考えた「農業問題」が持続的な農業環境となってくる。 
 アメリカ農業経済学は、二〇世紀の「農業問題」を背景として高度な発展を見せることに
なる。その際、問題の性質上、需要曲線の理論的・実証的把握が研究の中心となっていく。
右下がりの需要曲線という捉え方はもちろんのこと、安定的な需要曲線に対して供給曲線
の方がシフト、あるいは、確率的に変動するというアメリカ農業経済学の視点は、不思議な
ほどマルサス的である。 
 ムーアから始まる農産物市場の計量分析でも、需要曲線は固定的であって、供給曲線に操
作変数を導入することで需要曲線の識別が可能になる。ここから派生した識別可能性の条
件の明確化は、コールズ研究所での計量経済学の確率に大いに貢献した。さらに、ミュース
は農産物価格の研究に期待を導入することを目的として合理的期待の概念を思いついた。
ミュースのモデルでも、確率的攪乱が導入されるのは供給曲線の方である。合理的期待は、
マクロ計量経済学はもちろんだが、現代マクロ経済理論の必須の前提となっていることは
言うまでもない。 
 このように、マルサス『人口論』の影響の射程は現代の計量経済学にまで及んでいると主
張するなら、大言壮語の観を免れないかもしれないが、あながち、誇張でもないことは理解
されるであろう。 
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